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ディスレクシア(Dyslexia)とは、知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がない
LD（学習障害）のなかでも、文字の読み書きの学習に著しい困難を示す状態です。
EDGEは…
ディスレクシアの正しい認識の普及と教育的な支援を目的とした
特定非営利活動法人（NPO）として、2001年 10月に設立・認定され、活動しています。
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8月
18日 第56回DXセミナー（zoomで）
29日 第90回DX会

9月
13日 LSA養成講座
27日 第57回DXセミナー（zoomで）

活　動  （2020 年）

10月

3日 第91回DX会
17日 DXセミナー：映画 MiCAL 上映
25日 LSA養成講座
28日 港区説明会：読み書きの困難と合理的な配慮

アポーグループは認定NPO法人 EDGEの活動を支援しています。

※ 本紙の本文はディスレクシ
アの方々がわかりやすく読
みやすいUDデジタル教科
書体を使用しております

ディスレクシアのことを知ってほしい、わかってほしい！
ディスレクシアのサポーター（賛助会員）になりませんか？
ちょこっと「ディスレクシアって聞いたことある？」

「読み書きが困難でもできることがいっぱいあるみたいよ」と
周りの方たちにお声掛けいただけませんか？

そのためにサポーター（賛助会員）になっていただくと
毎月発行のメルマガなどで最新の情報をお送りします

各種講座などの優先ご案内をいたします

2017 年 9 月 14 日に認定 NPO になりました。

EDGEの活動をご支援ください！

◦ゆうちょ銀行 口座　00190 － 2 － 86061　NPO EDGE
◦三菱ＵＦＪ銀行六本木支店　普通　1598588　
　EDGE- Ⅱ 特定非営利活動法人エッジ

EDGE54号　2020年10月25日発行／発行 認定NPO法人エッジ
東京都港区芝4-7-1　西山ビル4階／ Tel．03-6809-4465 ／ http://www.npo-
edge.jp ／ E-mail : edgewebinfo@npo-edge.jp ／制作 株式会社信英堂

1ヶ月 300円3001 （税抜） ～

UDフォント 43書体
個人で使いたい放題！

43

※ ご利用には会員登録が必要です

UDフォントをもっと知ろう
のYouTube配信を
始めました！

03-3267-1378☎お問い合わせはこちら ▶

public-biz@morisawa.co.jp

BIZ+ 検索

永永筆を押し付けた形状
子によって感じるストレス

先端のとがった形状
線の太さの強弱が大きい UDデジタル教科書体

子どもたちが 書体にストレスを抱えていませんか？
読み書きに困難さのある子どもの中には
書体によって ストレスが軽減される場合があります
「UDデジタル教科書体」は 子どもたちのヒアリング
を基に作られたノイズの少ない教科書体です

エッジ新体制エッジ新体制

●発達障害・特別支援がわかるシリーズ、最新巻！

適切な仮説に基づく支援

一般社団法人 日本LD学会 監修
小貫　悟・村山光子・小笠原哲史 編著
A5判・152頁　本体 1,900円＋税

LDの「定義」を再考する
●LD（学習障害）の原点と最前線を学ぶ

柘植雅義 監修　
小貫　悟 編著A5判・108頁　本体 1,300円＋税

LDのある子への学習指導
柘植雅義 監修 ハンディシリーズ 

発達障害支援・特別支援教育ナビ

●

適切な仮説に基づく支援
A5判・108頁　本体 1,300円＋税

☎ 03-3941-0111㈹　FAX 03-3941-0163
URL https://www.kanekoshobo.co.jp
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LESS is MORE（ミース・ファン・デル・ローエ）
*（より少ないことは、より豊かなこと）を地で行きます。物を持たずに情報で勝負する。*
　事務所をシェアオフィスに移転しました。あるのは小さいロッカーと棚一段だけという潔さ。テレワー
クにオンライン講座、e‐ラーニング、クラウドからの情報提供とエッジがこれまで取り掛かっていた事
業がコロナのおかげで加速しました。20 年近い活動の過程でため込んだ品々を多くの方に役立てていた
だきすっきりと身軽になって次のステップに進みます。ニッチであっても、目の前に新たな挑戦がある限り、
NPO としての存在価値があるものと向かっていきたいと思います。
 藤堂栄子

このうち一つのロッカーだけにものを置ける

オンライン発信ができる設備の整った研修室 会議室
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EDGEの活動
ーオンラインで受講を相談もできるー

WEBでの相談・アセスメントが好評です。

現在エッジでは相談業務を全て WEB に切り替えて
行っています。
都内の方から、今まで遠くてご来室いただけなかった
方々、国内だけでなく海外からもお申込みをいただい
ています。相談を受けられて納得いただいた方には
アセスメントも提供しています。日本語でのアセスメ
ントに限りますが、検査結果
は英語表記も可能です。
相談を受けた方からは「頑張
らなくて良いとわかって楽に
なった」「今後の方向性がわ
かった」「元気がでた」「展望
が見えてきた」など嬉しい感
想をいただいています。
詳しくはこちら
https://www.npo-edge.jp/support/assessment/

アセスメントと相談

APDF（2020）

（http://www.npo-edge.jp）

エッジは港区のふるさと納税の交付対象団体となっています。
本年12月までに納付先指定で寄付ができます。
港区版ふるさと納税制度のご案内
港区版ふるさと納税制度は、寄付を通じて活力あふれる
地域共生社会の基盤づくりを推進するため、「納税者が自
ら寄付先を選択し、地域を応援する」というふるさと納
税制度本来の趣旨を踏まえ、返礼品によらず、寄付者自
身が寄付の使い道をお選びになり、区の取組を応援して
いただく制度です。
エッジは公益的活動団体の支援の対象です
区内の公益的活動団体の活動がより一層、地域社会の
発展につながるよう寄付金の一部を活用して団体の支援
を行います。
個人の方が対象です。自治体に寄付をすることで所得税
や住民税の控除を受けられます。
詳しくはこちらから
https://www.city.minato.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/
kifu/kuhenokihu.html

港区ふるさと納税

LSA（学習支援員）養成講座 2020 は７月12
日（日）に 54名で開講致しました。オンライン
（Zoom）開催にした今年度は、北は北海道か
ら南は沖縄、海外からも受講され、大変な盛
況ぶりです。
最先端の内容を学べるこの講座では、1 講座
のみ受講することも可能です。12月まで毎
月開催していますので、
是非この機会にご受講を
ご検討下さい。
※LSA：Learning Support Assistant

LSA養成講座
第89回DX会は2020年6月20日（土）、日
本民家園で開催されました。古い古民家で、参
加者が見て、触れ、考える例会でした。第90
回DX会は8月29日（土）、次大夫堀公園へ付近
の古墳跡を訪れました。読み書きにこだわらず、
自然に触れて、感じる集いが続きます。

DX会（大人のあそび場）

https://www.npo-edge.jp/support/lsa/

今年度改訂の小学校の教科書（国語・社会）
は上下巻とも制作完了しており、ＢＥＡＭ登
録者数も、前年の倍のペースで伸びています。
今後、どんな子ども達
に、どんな風に使うと
効果的か等、具体的な
動画等を作成して音声
教材の活用促進をして
いく予定です。

BEAM（音声教材）

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/apdf/

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dxseminar/ http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/cat_
50024738.html

ディスレクシアセミナーでは、読み書き困難の
定義を学び、擬似体験を通じて理解を促して
います。アセスメントについては基礎的なこと、
検査結果を具体的な支援に活用すること、そし
て合理的配慮に繋げた事例をご紹介します。
子育てのヒントとしては、本人の興味関心を活
用することの大切さを伝えています。

DXセミナー
（ZOOM）

ジョリーフォニックス講座

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/jolly-phonics/https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/

7月26日、8月2日、9日の3回に渡りジョリー
フォニックス講座の第 2 回目を行い、今回は u
から y までの16音を学びました。第1回から
の積み上げで読みがとても良く出来ておりま
したので今回は書き取りに重点をおいて授業
を行いました。最終日には日本人にとって聞
き取りが難しい音もしっかりと書き取れるよ
うになり、子ども達の上達の素晴らしさに目
を見張ると同時に子ども達の達成感溢れる笑
顔がとても嬉しかった3日間でした。
1人でも多くの子
ども達がジョリー
フォニックスを学
ぶことで英語の壁
が低くなってくれ
ることを願ってや
みません。

日程：2021/5/8（土）5/9（日）
場所：岡山コンベンションセンター
名称：APDF2020
　　　（アジア太平洋ディスレクシアフォーラム2020）

プログラムの内容の大きな変更はありません

今年の大会は
延期されました


